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衛生議会視察
静岡県クリーンセンター中遠
浜松市南部清掃工場
東海若手市議会議員の会事務局会議

（多治見市）
東海若手市議会議員の会総会（名古屋市）
【ののべ尚昭議員会長就任】
稲沢市・八幡町友好提携10周年記念交流
フェスティバル、群上おどり発祥祭

（岐阜県八幡町）
地域総合評価システム研究会

（大阪・三和総合研究所）
地域政治行政研究会（広島修道大学）
全国若手市議会議員の会総会（仙台市）
【ののぺ尚昭議員事務局長就任】

衆譲院議員会館訪問

（細野秦志、山井和則議員）
愛知県消防操法大会（犬山市）

屋良栄作那覇市議・稲沢市訪問
川竹大輔前津市議・稲沢市訪問

（高知県知事橋本大二郎後援会事務局）
稲沢市子ども議会
バングラデイシュ訪問

（ボランティア医療活動）

中部修大会（名古屋市）
稲沢市防災総合訓練

委員協議会（総務委員会）
下水道対策特別委員会
都市計画審議会
議員総会
五郷地区グランドゴルフ大会

9月定例議会（開会）

閉会
15日　敬老式

東海若手市議会議員の会事務局会議

（稲沢市）
26日　稲西中体育祭

合眞の皆様
紅尊の日々
いかがお過ごlですか

暑い夏が過ぎ、紅葉の美しい秋の訪れを
感じる季節になりました。会員の皆様にお

かれましては、一層のご自愛とともに、ご
健勝にお過ごしのことと思います。
昨今、日本列島は災害にみまわれ各地域

で防災対策の見直しがせまられています。
三宅島の噴火、東海豪雨、鳥取西部地震と

相次いで大型の災害が直撃致しました。我
が稲沢市でも東海豪雨で多数の市民が非難

し、被災地生活を強いられました。被害に
あわれた方々には心よりお見舞い申し上げ

ます。
また、同時に行政としての対応に関して

多くの反省点がでてまいりました。これら
を今後の教訓と受け止め、もう一度現状に
あった防災計画のつくり直しを考えなけれ

ばならないと思います。
一方、明るい話題も多い季節です。シド

ニー五輪ではマラソンの高橋選手、柔道の
田村選手をはじめ、多くの日本選手がメダ

ルを獲得致しました。学術の分野では筑波
大学の白川博士がノーベル賞を受賞し、科
学技術では君田光一さんがスペースシャト
ル・ディスカバリーで2度目の宇宙飛行に

向かいました。皆さんは国民に夢や希望、
そして感動を与えて下さいました。

私も市民の皆さんに夢や希望がもてる市
政づくりに邁進敦します。政治の世界で金
メダルが取れるように頑張ります。今後と

もご支援ご理解をよろしくお願い敦します。

娩壊買斬々卸一章婦



9月定例議会

9月14日に開会し、16日間の会期で平成12年

度一般会計補正予算案、稲沢市公共下水道事業特

別会計禰正予算案など9議案を原案通り可決しま

した。

また、本年度一般会計補正額は18億5506万4

千円を歳出歳入予算総額の278億2593万円3千

円に追加したもので、歳入歳出予算総額を296億

8099万7千円としました。さらにJ東海豪雨対策

費などを計上するため補正予算を追加しました。

補正額は7125万3千円で総額297億5225万円

になりました。

最後に議会の新役員を選出しました（詳細は裏

表紙を参照）。　　　　　　　　　．

また、一般質問を行った議員は13名でした（後

にののべ尚昭議員の一般質問の詳細を報告）。

【条例改正】

◎稲沢市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正しました。

◎稲沢市社会福祉事務所設置条例の一部を改正

しました。

◎稲沢市ねたきり老人手当支給条例の一部を改

正しました。

◎稲沢市痴呆性老人手当支給条例の一部を改正

しました。　　　　　　　　・

◎稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例の

一部を改正しました。

【意見書】

◎道路整備予算の確保に関する意見書を衆議院

議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済企画

庁長官、大蔵大臣、建設大臣、自治大臣に提

出しました。

◎新たな定数改善計画の実施と義務教育費国

庫負担制度の堅持を求める意見書を衆議院議

長、参議院議長、内閣総理大臣、大蔵大臣、

文部大臣、自治大臣に提出しました。

【同意】

◎人権擁護委員…　橋本道子氏

（平細工蔵町）
◎教育委員会委員　…　服部晴子氏

（野崎本郷町／再任）

東浦宗氏（正明寺）

◎監査委員　‥・飯田瑛一氏

（公明稲沢／5期目）

《議会を傍聴して！》
9月18日（月）、ののべ尚昭議員の一般質問の

時間（9：30～11：30）に後援会の皆さんと女性学級
の皆さんを中心に33名の多くの方が傍聴に見え

ました。これは稲沢市議会でも異例の傍聴者の数

だそうです。大変すばらしい傾向で議会のオープ

ン化が一段と進むでしょう。

今回も傍聴者の方から議会の生の声を届けて頂

きました。皆様も是非一度足をお運び下さい。

今回の傍聴者数 ノ■戦

●私は30歳にして初めて議会の傍聴というも

のを体験させて頂きました。私とののべ義貞

とは高校時代の学友ということで、一度同級

生の活躍振りを見に来ました。私はののべ君

と親しくなけれげ、おそらくは生涯、議会の

傍聴などをさせて頂くことはなかったかと思

います。そういう意味でののべ義貞にあらた

めて感謝したいと思います。

さて、私の初めて傍聴した稲沢市議会とい

うのは、おもいのほか「穏やか」でありまし　　′「

た。「おもいのほか」と言いますのも、私の

知りうる議会というのはいわゆる国会の議会

風景であります。よくTV中継されている様

子を見ておりますと、ヤジの飛びかうことが

当たり前で少しばかり幻滅していました。

しかしながら私の拝見した限りですが、稲

沢市議会は非常に静かで終始紳士的な空気

に満たされておりました。こういう議会もあ

るのだなあと個人的には大いに関心を持ちま

した。

当日は女性の社会進出に関する質問をのの

べ議員がするということもあり、女性の姿が

目立ちました。30名以上の方が傍聴されて

いたと思います。当日一緒に傍聴した私の友

人によると、普段こんなにたくさんの方が議
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会を傍聴することはないのだそうです。おそ

らくこうした事は日頃から、「議会のオープ

ン化」をスローガンにしているののべ義貞の

想いが市民の方に浸透した結果ではないかと

思います。

私が率直に思ったのは、ののべ議員が終始

議会の雰囲気をリードしているなあというこ

とです。自分たちの親以上の議員が大多数の

中にあって、ののべ議員はおくすることなく

質問をして自説を述べていました。そうした

姿に同年の私としては大いに励まされまし

た。それに何かしら議会全体が、そうしたの

のべ議員を温かく見守っているという雰囲気

さえ感じました。「次世代の稲沢をしょって

立っのは君だよ」と先輩に期待されているよ

うに少なくとも私にはそう感じられました。

若干25歳にして市議会議員に当選すると

いう快挙をなしとげたののべ議員。私にはそ

れは決して偶然や時のいたずらなどではな

く、彼の努力もさることながら、それが稲沢

の市政にとって必要不可欠だからありえたこ

となのだなあと思いました。

また、ののべ議員の数々の質問は、実に良

い所（行政にとってみれば痛い所）をついて
いるなあと感じました。どうやってそんあこ

とを調査したのと本人に聞いてみたい気分に

なりました。おそらくそれは彼の幅広い人脈

と行動力のたまものだと私は思います。

何かこう、小さな動きがやがては大きく、

花開く感じのする稲沢市議会であったような

気がします。

大野・30歳

●ののべ議員の活躍ぶりをみようと議会傍聴に

やって来ました。稲沢市議会を傍聴してまず

感じたのは、落ち着きがあるということでし

た。地方議会に限らず議会というと、議員の

いねむりやヤジを思い浮かべる人が多いと思

います。私も他の議会を傍聴してそのような

風景を何度も見たことがあります。しかし、

稲沢市議会の審議は淡々としていて、といっ

て必要以上に活気がないわけでもなくしっか

りと進んでいく印象を受けました。私はそう

いう稲沢市議会のありさまにとても好感を抱

きました。

議会が良い意味で権威を持っためには、市

民に愛されなければいけないと思います。そ

のためにはまず、稲沢市議会のように落ちっ

きある議会になることが大事だと感じまし

た。騒然として浮ついた雰囲気の議会を誰も

傍聴したいとは思わないでしょう。そういっ

た意味で稲沢市萬会はまた足を運びたくなる

議会だと言えます。今日の稲沢市議会を作り

上げた議員の皆さんと関係者の方々に敬意を

払いたい思いでした。

ただ、全く気になる点や疑問に思う点がな

かったわけではありません。例えば、質問の

主旨に行政が反対であるならば、その理由を

もっとはっきりと分かりやすい形で述べても

らえないかと思いました。また、質問に対し

て検討させて頂きますという意味の答弁が本

当に必要であれば、十分に検討してもらうこ

とは大事だと思うが、検討した結果を後日ど

ういった形で明らかにするのかについてふれ

てもらえると良かったと思いました。

ののべ議員は質問の中で行政と市民と議

会が情報の共有化を図っていかなければなら

ないとしきりに熱弁をふるっていました。そ

の実繚の1つである「稲沢市地域生活環境指

標」がののべ議員の提案で完成しました。と

ても素晴らしいことだと思います。ののべ議

員には時代を見据え、新しい感覚で将来の稲

沢市をリードしていってほしいです。期待し

ています。

青木研輔・23歳
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度会活動＃告

行財政改革について

～夏期の服装改善について～

9月定例議会
【ののべ尚昭質問】
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東海地方の夏は非常に蒸し暑く、最高で40℃近くにも昇る。6月下旬から9月頃までノー

ネクタイ、ノースーツにして事務をしやすくしたらどうか。また、現在冷房を何度に設定し

ているか。ノーネクタイ、ノースーツにすると大体2度温度を上げても快適さは変わらない

と一般には言われている。もし2度温度を上げたらどれくらい電気代が節約できるか。
J

夏季における庁舎内の温度設定は26℃に設定しています。温度を2度上げると電気代は約

5％～10％節約できます。

事務服の廃止はいつから行うのか。また、準備期間があれば暫定的にカジュアルデーもとり

入れていったらどうか。

行革の中で事務服の廃止を決定し、今年の3月に各職員に通知しました。今年から男子の夏

事務服、来年4月から女子の夏事務服、再来年4月から男女の冬事務服をそれぞれ廃止しま

す。それに伴いカジュアルデー的な形となるのではないかと思います。

～行政の市民参加について～

【背景】初当選以来何度となく「稲沢市地域生活環境指標」の作成を提言してきました。2期日の

選挙時でも何度となくこの必要性を訴えてまいりました。念願が叶って今年の8月にやっと

完成いたしました。しかし、内容や活用方法について疑問があったので質問として取り上げ

ました。

稲沢市地域生活環境指標（平成12年度版）がやっと8月に完成しました。是非、この指標

を市民や企業の方に見て頂きたいと思うが、この指標の完成は誰が知っているのか。市民や

企業にこういうものがあると認知して頂くためにPRした方がよいのではなVニか。また、是

非全行政区に配付して頂きたいが、配付することは可能か。

PRについては9月7日の定例記者会見で発表し、翌日の中日新聞に掲載して頂きました。

配布については市関係機関及び近隣市町村に配布しました。全行政区に配布することは検討

させて頂きます。



議員には3月になると予算説明書が配布される。市民には4月の広報で予算の概要が紹介さ

れる。しかし、市民にもっと行政のことを理解してもらうために、また、もっと興味をもっ

てもらうために、予算説明書を写真やグラフを用い簡単にして全戸配布したらどうか。行財

政改革を進める上で市民の理解が必要である。

（行政）⇒説明責任⇒【行財政改革】幸市民の理解睾知る権利幸（市民）

全戸への周知は広報で行い、この広報の中身をグラフ、、写真などを使用して分かりやすい方

法を工夫してまいります。予算説明資料の全戸はよく検討させて頂きます。

「

●

～組織の運用について～

【現状】●これからの行政課題は1つの部だけでは解決できない。

例：ISO、男女共同参画社会など－　《タテ割り⇒ヨコ割りに》

●部長は組織上どうしても自分の部のことしか考えず、他の部のことには口だしできな

いという慣習がある。

＝＝争部長は市の最高幹部なのでやはり市全体のことを常に論議してほしい。

●庁内の今年度退職される部長（4名）
市長公室長、総務部長、市民福祉部長、経済環境部長



今年度と来年度でほとんどの部長が退職される。部長は長年の経験を持っており、市全体の

ことを把握している。その部長の能力を固定の部にしばることよりも、退職前に限って参事

のような扱いにし、市全体のことを考えることのできるフリーな役職にして市全体の事を考

えることに活かしたらどうか。自分の経験から今年度退職される部長に質問します。（代表

して市長公室長）

ご指摘のとおりタテ割りで解決できない行政課題が今後増えてまいります。複数の分野に

またがる課題は事務方のトップである助役が調整をしております。現行の担当部長制の問題

点、その間題点の本質は何が原因か等ご指摘頂く中で不備があれば研究をさせて頂きます。

～各種審議会について～

【現状】《法律》　昨年6月男女共同参画基本法施行。
r
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《条例》1999年…東京都、

2000年‥・山口県、

今年度…・三重県、

《女性の登用率》

国 20．4％、

愛知県…‥　21．9％、

名古屋市‥・20．4％、

稲沢市……16．7％、

埼玉県、出雲市、都留市、塩尻市。

新座市。　【現在1都2県4市制定】

北海道、宮城県、鳥取県、小松市など。

2005年度までに最低30％。

2010年度までに最低30％。

2010年度までに40％、当面は30％。

2005年度までに30％。

県下平均…15．8％。

京都市‥∴‥21．0％、2001年度までに各30％。

《キーワード》

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）、ジェンダー

＝＝⇒21世紀のマンパワーは女性と外国人と若い世代

各種審議会の中に女性が1人も加わってない機関（13機関）

表彰審査委員会

公務災害審査委員会

防災会議

特別土地保有税審議会

予防接種健康被害調査委員会

標準小作料審議会

農業構造政策推進会議

道路専用連絡協議会

稲沢西土地区画整理事業評価委員会

下津・陸田土地区画整理審議会

下津・陸田土地区画整理事業評価委員会

文化財保護審議会

美術館美術品収集委員会

なぜ、稲沢市はこのような現状なのか。一体、女性が入って良いのか、良くないのか明確な

基準を求める。良いのであれば、なぜ、2005年までに30％なのか。そしてなぜ、30％な

のか。地方分権の時代に国や県に追随することはない。2005年まで待たなくても次の改選

までに40％の目標を達成してほしい。



凧
ライフスタイルの変化や価値観の多様化などに伴い、女性の社会参画は着実に進んでいま

す。しかしながら、その一方で性別による伝統・固定的な役割分担意識や習慣、しきたり、

さらには職場などでの不平等感が依然として残されているのが現状であります。今後は女性

の各種委員さんへの積極的な登用に努めます。目標年次に甘んじることなく、早期達成に向

けて関係各課の協力を得て努力してまいります。

登用のプロセスだが、今まで通りのあて職登用を控えて、意欲を持った方を登用し、区長や

議会推薦を取り入れて頂、きたい。

登用のあり方を全体的に議論して、今後の検討課題として取り組みます。

‾ヽ

～役職の登用について～

来年度の女性の役職登用の現状はどうなっているか。

市民病院の医療職を除いて管理職数は144名で、その内女性は16名で11％の割合です。16

名の内14名が保育職で一般行政職は2名です。

行政の質を高めるために男女とこだわることはよくないが、今の現状を考えると特に女性は

幹部研修を受ける機会が少ないのではないか。機会を積極的に与え女性の管理職の育成につ

いて考えたらどうか。

研修については男女の区別なく階層別研修を実施しています。しかし、今後は女性の管理職

の登用についても能力の開発と意欲を向上させることが重要であると考えていますので、研

修などの充実を図っていきたいと思います。



～教育現場の状況について（性別、学閥）～

【現状】学校における尾張女性役職者に関するデータ

【女性役職者数（人）】

中島　一宮　愛日　　丹葉　海部　知多　全尾張　全三河

学校数　　42　　47　　185　　51　　70　　117　　512　　　513

校長　　　1　　　2　　　9　　　2　　1　　5　　　20　　　　25

教頭　　　3　　　5　　14　　　4　　　6　　　9　　　41　　　53

教務主任　　2　　　7　　19　　1　　5　　17　　　51　　　85

校務主任　　3　　11　13　　　2　　　7　　12　　　48　　　121

主事など　　0　　　0　　　1　　　0　　　2　　　3　　　　6　　　19

合計　　　9　　　25　　　56　　　9　　　21　　46　　166　　　303

【女性役職者の比率（％）】
r‾＼
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中島　　一宮　　愛日　　丹葉　海部　知多　全尾張　全三河

7年度　　3．57　　6．30　　6．79　　5．39　　5．36　　7．54　　6．31　　9．38

8年度　　4．17　　7．40　　6．89　4．90　　6．79　　7．69　　6．70　　10．36

9年度　　4．17　　9．50　　7．84　4．90　　7．50　　8．53　　7．52　　11．01

10年度　4．17　11．10　7．97　　4．90　　7．50　　8．53　　7．71　11．99

11年度　5．36　12．23　7．70　　4．41　7．50　　9．17　　7．91　13．30

12年度　5．35　13．29　7．57　　4．41　7．509．81　　8．10　　　14．77

尾張女性役職者関係資料（平成12年度）

県下の女性の役職者（教育4役）の登用を比較すると中島地区が非常に登用率が低くなって
いる。この現状をみてどう思うか。また、中島地方、市内小中21校の女性の管理職登用状

況はどうなっているか。

とても残念なことだと思います。今後は吏に登用を図っていかなければならないと感じま

す。登用の現状は．次のとおりです。

校長　　　教頭　　　教務　　　　校務　　　　全体

稲沢市（21校）1人（5％）1人（5％）0人（0％）2人（10％）4人（5％）

中島地区（42校）1人（2％）3人（7％）2人（5％）　3人（7％）9人（5％）

今後男女共同参画社会基本法の施行によりどう改善していくのか。これからは女性が管理職

として教育行政に携わることは必要なことだと思う。そのためには女性が役職者（教育4役）
として働きやすい環境を作っていかなければならない。今後、どのように環境整備を行って

いくのか。

地域行事への参加、より困難な業務への従事、勤務時間以外での従事など色々な経験を積ん

で頂かなければなりません。同時に、一般的な管理職としての研修を段階的に進めることが

必要と考えています。



固
下記のように学校4役の中で愛知教育大学出身の教員の割合が非常に多い。（教員全体の愛

知教育大学出身の教員の割合は約半数と聞いている。）

【愛敬大以外管理職登用率】

校長　　　　教頭　　　　　教務　　　　　校務

稲沢市（21校）　3人（14％）　3人（14％）10人（48％）　20人（48％）

中島地区（42校）　4人（10％）　8人（19％）10人（48％）15人（36％）

特に校長、教頭などは愛教大出身でないとなれないという話をよく聞くくらいだ。校務、教

務までは愛教大出身と愛教大以外出身の割合が同じ位だが、教頭、校長のレベルでいきなり

愛敬大以外管理職登用率が激減する。これは明らかにおかしいのではないか。この現状を教

育長はどう認識しているか。また、4役の中で1つの学閥の中で先輩後輩という別組織がで
′

きるが、学閥の力が横行してしまう問題はないのか。

確かに、愛教大出身の割合は高いと感じております。この原因として教育免許の取得の問題

もあるのではないかと思いますが、いずれにしても登用のあり方に問題があれば見直してい

かなければならないと考えています。

教育行政について

～いじめ・不登校の現状と対策について～

【現状】県の調査では児童数は減少しているのに不登校者数は増加しているという。原因が分から

なければ対策がとれないのではないか？稲沢市はどうなのか。

平成11年度の市内小中21校のいじめと不登校はどれくらいあるのか。そして、いじめ、不

登校の原因はどう把握しているのか。

以下の通りになっております。

小学校　　　　　　　中学校

いじめ　　　25人（0．41％）　　51人（1・54％）

不登校　　　25人（0．41％）　　99人（2・99％）

いじめの原因としては小学校で言葉によるもの、仲間外れが全体の約7割。中学校では言葉

によるもの、持ち物を隠すが全体の約7割を占めています。不登校の要因としては小学校で

情緒的混乱による、複合要因が全体の7割以上。中学校では無気力による、遊び非行によ

る＼複合要因、情緒的混乱によるがそれぞれ同じ位で全体の9割以上を占めています。

現在、いじめや不登校の問題に対して学校はどう対処しているのか。

それぞれの役職の職にある4役以下、担任、学年主任、生徒指導主事、養護教諭が校内で組

織する学年部会、いじめ・不登校対策委貞会、職員会議などで連携を図り進めています。

ノ‾ヽ

′■ヽ



特に、いじめが原因で不登校になってしまった児童の関係者（主に両親）に話を聞くと、い

じめや不登校の問題はどうしても担任の先生が1人で抱えこむ傾向があると答える方が多

い。もっと先生同志のヨコの連携が必要と感じるが、現状はどうなのか。

指導としては、学年単位、生徒指導、学校4役などで包括的な対応をしているつもりです。

教員個人で抱え込むことはあると思いますが、先生同志のヨコの連携が必要なのは当然のこ

とです。今後指導に努めます。

各学校でスクールカウンセラーや心の相談員などを設置しているが、そこに行けずに悩んで

いる子どもがたくさんいる。そのような子どもやその両親のための窓口をある程度問題解決

が可能な力を持った「教育オンブズマン」のような機関を教育委員会外に独立した形で設置

できないか。

学校、教育委員会それぞれで組織する現行の体制をより一層強化し進めていきます。

r＼
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～学習指導要領について～

【背景】2002年から完全週休5日制導入＝⇒授業時間の減少（約3割）＝⇒総合学習の時間

小（低）‥850時間→752時間

小（高）：1015時間→945時間
中学校：1050時間→980時間

今後、大きな教育改革がせまられる。そして、いじめ、不登校、学級崩壊、学校崩壊などの

問題は学校、家庭だけでなく地域にもその解決策を求めなければならない。また、2002年

から完全週休5日制導入により、総合学習の時間が地域との連携によって活性化させられる

ことになる可能性を秘めている。そのためには家庭や地域の方の理解と協力が必要になる。

理解を得る1つの方法として、市教育委員会側から新学習指導要領の実施に向けて一般市

民に説明会を開催したらどうか。

新学習指導要領の改訂のポイントについて、学級懇談会、PTAの諸会議、日曜学級、学校

新聞その他地域で行われる集会などの機会をとらえて説明をさせて頂いています。一般市民

の方には現在そのような計画はございませんが、今後はこのような提言を参考にして教育行

政の推進に努めていきます。



【現状】（郷学の推進、郷土愛の育成）＝⇒公共性の重要性

2002年からの完全週休5日制導入により、授業時間が減少し（約3割）、総合的な学習の時
間にその時間があてられる。この時間の裁量は各学校長に委ねられ、学校の独自性が求めら

れる。教育行政は各県から市町村にではなく各市町村の教育委員会に権限が移され、実際、

市町村行政はハード面では対応できるがソフト面では口出しができない状況である。

学校の独自性も大切だが、市町村全体の教育に対する独自性の方が重要ではないかと思う。

行政と教育委員会は別組織であるが、例えば、各学校長に一部移された権限分を市全体の共

通の取り組みとして稲沢市の独自性を出して頂きたい。例えば、福祉、ボランティアなど。

方法は市教育委員会だけでなく、市長も入り後世の稲沢市の人づくりを実践してほしいが市

長と教育長の答弁を求める。

《市長》　一度よく教育長に話を聞き、進めていきます。

《教育長》　個人的には総合的学習の時間の「ゆとりをもって生きる力をつける」という主

旨に添って、児童生徒1人1人が社会や自然の中から「問題」を見つけ、それ

を解決していくまでの行程を身につけさせることが必要と思います。児童生徒

の自発的な発想から市全体の取り組み内容が見い出されることを期待していま

す。市全体の取り組みは私の意とするところ、直接市長にご相談申しあげて進

めてまいりたいと思います。

学校新生プランの創設に伴う対応をいち早く取り組んだらどうか。

新聞報道はされたと承知していますが、まだ具体的な内容については国、県の情報が届いて

いません。今後、動向を調査し、取り入れできるものについてはできるだけ取り入れるよう

進めていきます。

35人、30人学級といった少人数教育がよく議論されるが、少人数制ではなくて、一部英語

の授業で行われている1クラス2人制についても議論する価値はあるのではないか。是非、

教育委員会、校長会などでしっかりとした議題としてとりあげ協議を進めてほしいがいかが

か。また、1クラス2人制についての教育長の考えを聞きたい。

現在、中学校において正副担任制が実施されており、小学校も一部でチームティーチング

（TT）授業を進めています。ご提案の1クラス2人制については教員数の確保が可能なら
ば、実現も可能であると思いますが、現状のところ大変困難であると考えます。しかし、教

育委員会、校長会などの中で議論することは良いことだと思いますので取り組んでまいり

ます。
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市民病院の空調システム（冷房）1良さn■■＿⊥＿　■＿
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ー▼’‥－川▼‾i叩′〈TA岬居）はすでに耐用年数は過ぎており、

状況である。本来暑い夏の間、24時間袖こするべきであるのに、するのか分からないの『睦隙ナ＿訊｛，
■1’■、▼‾▼－

’■’‥‾一明棚†」う「るべきであるのに、フル稼働するといっ故障

するのか分からないので時間を設乱て稼働させている。現在の空蘭の稼働時間はどうなっているのか。また、この状況に入院点者かLの丑臆，山、、．＿、

だましだまし使っている

、Y‾VV仰。また、この状況に入院患者からの苦情はないのか。
VOフL仕り王嗣の稼働時間はどうなて

の午後11時までは8月2日から9月16日までの47日間行いました。

㈲蒜恕竃㌫宣媒ポ㌣プの故障で2。間ありました湖

～新病院建設について～

院患者の方が大勢いる中では不可能ではないか。やはり、ここでしっかりと市民病院の移転

立替えの軸を始めるべき時期にきていると思う。移転建設に凱ては全部市で行うのか、

例えば用地を提供し、大学病院などの弛も考えて軌て頂きたいが、庁内で正式に検討
されたことがあるのか0ないのであれば、いっ、検討するのか。

自身でも経営改善の努力し、医業収支を良くする中で内部留保資金（簡単に言えば自由に使

えるお金）を良好に保ち財源確保に努めていきます0市民細の移転立替えの軸について

は正式には行っておらず、高機能病院の建設に凱ての方向性も考慮して今後庁内で議論していきたいと考えています。
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情報政策・一歩前進！

ののべ議員が提案していた「稲沢市地域生

活環境指標」が8月に完成しました。全国

的にも先進事例であり、稲沢市の情報政策

の起爆剤になりました。

『中日新聞』（尾張版）
9月8日より抜粋
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